
11月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成27年11月20日（金） 午後３時02分～午後４時18分

２ 場　所 湖西市民会館　小会議室

３ 出席者 教 育 長 山下　宗茂

委 員 袴田　雄司 飯田　宣子 佐原　陽子 河合　禎隆

事 務 局 教育次長兼図書館長(落合　　進) 教 育 総 務 課 長(竹上　　弘)

学 校 教 育 課 長(渡辺　宜宏) 幼 児 教 育 課 長(杉浦よしみ)

社 会 教 育 課 長(朝倉　陽美) 文 化 課 長(切池　　融)

スポーツ推進課長(河合　利和) 教育総務課長代理(三浦　祐治)

４ 議　案 第 47 号 平成27年度湖西市一般会計補正予算（第４号）要求につ

いて

５ その他 ・市内のいじめ・不登校の状況について



午後３時02分開会

(山下教育長)　出席は５名、定足数に達しているので、平成27年11月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　それでは審議に入る。

　議案第47号「平成27年度湖西市一般会計補正予算（第４号）要求について」事務局

の説明を求める。

(教育総務課長)　議案第47号「平成27年度湖西市一般会計補正予算（第４号）要求に

ついて」、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29

条の規定により、市長に別紙のとおり補正予算を要求したいので、教育委員会の意見

を求める。平成27年11月20日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　今回の要求は、歳入要求総額1,750万3,000円の増額及び歳出要求総額1,131万3,000

円の減額である。

　詳細について、まず歳入について説明する。

　民間保育所等施設型給付費は、民間保育所等施設型給付費の増額に伴い、国庫支出

金を3,006万8,000円、県支出金を1,503万4,000円増額するものである。

　民間保育所助成事業費は、子ども・子育て支援新制度施行による国及び県の補助率

の変更に伴い、国庫支出金を256万4,000円増額するとともに、県支出金を差し引き

1,855万1,000円減額するものである。

　私立幼稚園等施設型給付費は、子ども・子育て支援新制度施行による地方単独費用

部分の負担割合の確定に伴い、国庫支出金を164万3,000円増額するとともに、県支出

金を826万4,000円減額するものである。

　幼稚園一事預かり事業費は、子ども・子育て支援新制度施行により創設された幼稚

園型の一時預かり事業の実施に伴い、国庫支出金及び県支出金をそれぞれ172万1,000

円増額するものである。

　私立幼稚園等助成事業費は、同様に幼稚園型の一時預かり事業を実施する私立幼稚

園等への補助金の計上に伴い、国庫支出金及び県支出金をそれぞれ58万円増額するも

のである。

　市民会館管理運営費は、市民会館の耐震補強及びリニューアル計画の見直しにより、

繰入金959万3,000円を減額するものである。

　次に、歳出について説明する。

　３款２項３目、保育所費、民間保育所等施設型給付費は、7,311万6,000円の増額で

ある。子ども・子育て支援新制度施行による施設型給付費の公定価格の決定に伴い、

扶助費を増額するものである。

　民間保育所助成事業費は、2,824万7,000円の減額である。微笑保育園改築に要する

整備事業費借入利子額の確定に伴い、補助金を17万8,000円計上するとともに、子ど

も・子育て支援新制度施行による事業の組替えに伴い、補助金を2,842万5,000円減額

するものである。

　公立保育所総務費は、200万円の増額である。非常勤職員の実績及び今後の見込み

から報酬を300万円減額するとともに、幼稚園との正規職員配置の組換えに伴い、臨

時職員の賃金を500万円増額するものである。

　10款１項２目、事務局費、事務局関係経費は、53万8,000円の増額である。職員産

休に伴う臨時職員１名分の賃金を増額するものである。

　10款２項１目、学校管理費、小学校施設管理運営費は、133万2,000円の増額である。



新年度における鷲津小学校の特別支援教室の増加並びに白須賀小学校の普通教室及び

特別支援教室の増加に備え、必要な備品を購入するため、備品購入費を増額するもの

である。

　10款３項１目、学校管理費、中学校施設管理運営費は、210万6,000円の増額である。

故障した鷲津中学校プール井戸水中ポンプを新年度のプール使用開始に間に合うよう

冬休みのうちに修繕するため、修繕料を増額するものである。

　10款４項１目、幼稚園費、幼稚園総務費は、200万円の減額である。保育園との正

規職員配置の組換えに伴い、臨時職員の賃金を減額するものである。

　一般諸経費は、131万4,000円の減額である。私立幼稚園運営費補助の算定基準であ

る園児数及び障害児数が見込みよりも減となったことに伴い、補助金を減額するもの

である。

　私立幼稚園等助成事業費は、174万円の増額である。子ども・子育て支援新制度施

行により創設された幼稚園型の一時預かり事業を実施する私立幼稚園等への補助を行

うため、補助金を計上するものである。

　10款６項６目、文化振興費、文化財保護保存費は、９万9,000円の増額である。国

の重要文化財である本興寺本堂の消防ポンプ取替工事に伴う補助について、当初見積

りよりも工事費が増額となったため、補助金を増額するものである。

　10款６項７目、市民会館費、市民会館管理運営費は、6,386万7,000円の減額である。

市民会館の耐震補強及びリニューアル計画の見直しに伴い、委託料を減額するもので

ある。

　10款６項９目、図書館費、中央図書館管理運営費は、239万円の増額である。設備

保守点検において不具合を指摘された箇所及び学習研修室の天井雨漏りの修繕のため、

修繕料を220万1,000円増額するとともに、視聴覚室用プロジェクターが故障したため、

備品購入費18万9,000円を計上するものである。

　新居図書館管理運営費は、79万4,000円の増額である。新居図書館の防犯用録画装

置及び閉架書庫の空調機が故障したため、備品購入費を増額するものである。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　鷲津中学校プール井戸水中ポンプの修繕は、プールに使用する水を井戸

からくみ上げるポンプの修繕ということか。

(教育総務課長)　そのとおりである。鷲津中学校のプールの水については、地下水を

くみ上げて使っている。そのポンプが故障しており、今はシーズンオフであるので問

題はないが、４月、５月ぐらいから使い始めるので、今のうちに直しておかないと間

に合わない。そのため、補正対応という形で上げさせていただいている。

(山下教育長)　210万6,000円が、その修繕料ということか。

(教育総務課長)　そのとおりである。なお、鷲津中学校の他には湖西中学校、鷲津小

学校、知波田小学校が、地下水の水をプールに使用している。

(飯田委員)　図書館費の設備保守点検において不具合を指摘された箇所の修繕は、ど

のような修繕か。

(教育次長兼図書館長)　受水槽のタンクや消防設備などについては、毎年保守点検を

行う。そのときに不具合を指摘された部分を、幾つかまとめて修繕を行うものである。

今回の大きなものは、受水槽の修繕と消防設備の修繕である。

(袴田委員)　図書館費の学習研修室の天井雨漏りの修繕の概要の説明に「大雨により

学習研修室の天井雨漏りがひどくなったため」とあるが、もともと雨漏りしていたの

か。



(教育次長兼図書館長)　ときどき委員会を行う図書館２階の会議室の横の部屋が、こ

れまでも雨漏りしていた。それが今回、大雨でひどくなったので、大々的に直させて

いただこうということである。

(袴田委員)　新居図書館の防犯用の録画装置を修繕するということだが、防犯カメラ

は中央図書館にもあるのか。

(教育次長兼図書館長)　ある。常に防犯カメラが回っていて、録画している。

(飯田委員)　何台ぐらいあるのか。

(教育次長兼図書館長)　中央図書館に４台、新居図書館に３台である。

(河合委員)　文化財保護費の消防ポンプ取替え工事に伴う補助について、本興寺が

持っているポンプの取替えなのか、それとも消防署が設置をしているポンプの取替え

なのか。

(文化課長)　これは、本興寺が文化財を守るために設置してある消防ポンプである。

国の指定になっているので、国の補助、県の補助、市の補助がある。今回見積りを

とったところ、当初の見積りよりも工事費が若干上がったということで、補助金を増

額するのもである。

(山下教育長)　他に質疑がないようであれば、議案第47号「平成27年度湖西市一般会

計補正予算（第４号）要求について」採決を行うがよろしいか。本案を原案のとおり

承認する方の挙手を求める。

（挙手全員）

(山下教育長)　挙手全員である。よって、議案第47号「平成27年度湖西市一般会計補

正予算（第４号）要求について」は原案のとおり承認された。

　続いて、「その他」事項の「市内のいじめ・不登校の状況について」私から説明す

る。

　毎年この時期、いじめについて文部科学省から全国の集計が公表される。10月27日

に、全国で「小学校いじめ最多12万件」という記事が新聞に掲載された。この新聞の

記事を見ると、小学生が一番多く、その後に中学生、高校生という形になっている。

実際には軽微ないじめであっても、かなりの件数に上っている。

　同じ日の新聞記事には、文部科学省の発表を受け、静岡県教育委員会が公表をした

数字が掲載されている。県内の公立学校のいじめが4,527件。これは、小学校、中学

校、高等学校、それから県立の特別支援学校を含めての数値である。小学校が一番多

いという状況となっている。

　市内の状況についても当然、いろいろなところで関心を持たれ、話題になってくる

こともあるので、資料を見ていただきながら、具体的な市内の状況について理解をし

ていただこうと思っている。

　また、湖西市教育委員会では、各学校に文書の作成を依頼して「湖西市いじめの防

止等のための基本的な方針」を作成している。１ページはいじめについての説明、２

ページは湖西市のいじめの防止等のための対策についてである。また、国からの指示

により各学校でいじめについての基本方針を作成することとなっているので、３ペー

ジでは、各学校に基本方針の作成と、いじめ防止対策委員会の設置を要請している。

４ページが、重大事態への対処ということで、先般もあったように、いじめが原因と

思われる自殺等の重大事態が発生した場合に、学校だけではなく、あるいは教育委員

会だけではなく、市全体としてこれに取り組む組織作りをきちんと行わなければいけ

ないということをうたってある。一番最後の６ページは、湖西市におけるいじめ問題

対応のフローチャート図である。各小中学校で対応すべき部分、市の教育委員会が関

わって対応する部分、湖西市が関わって対応する部分に分かれている。それぞれに調



査組織を設けることになっている。学校は学校で調査組織を設け、それから、市のい

じめ問題再調査委員会も設置をすることになる。その陣容等については、細部まで了

解を得られていないのでここに記載していないが、近々、委員会のメンバー等につい

て決定し、いつでも対応できるような形をとる準備をしている。

　次に、市内の状況である。いじめだけではなく、最初にいじめについての状況、次

に不登校の状況、そして問題行動の状況に分けて資料を作成した。ここ５年間の状況

を数字で示させていただいた。

　小学校のいじめの発生状況については、平成24、25年度からクローズアップされ、

そしていじめに関する定義が変わってきたということもあって、23年度に比べて大幅

な数字の増加ということになっている。その後は、横ばいの状態なのだが、決して横

ばいだからいいという話にはならない。

　調査報告としては、いじめが発生し、そのいじめについて、学校等で指導をして解

消した、一応解消が図られているが継続して支援が必要である、まだ解消されておら

ず解消に向けて取り組んでいる、加害者等が他校への転学や退学をしたという形で分

けている。解消と継続支援が、基本的には一応の解消が図られている状況ということ

になる。件数を見ると、ほとんどがすぐに解消が図られたという状況であることが分

かる。それだけ、内容的に軽微なものが多いと言えるのかもしれない。学年別では、

どの学年もまんべんなくという状況である。いじめの態様については、冷やかし・悪

口等が例年一番多く、続いて軽くたたかれる等が多い状況である。全国的にそうだと

思うが、基本的にはいたずら半分、悪ふざけのような状態で、冷やかしたり、たたい

たりすることが、相手にとってはいじめられていると感じる部分がかなり多い。ただ、

気になるのは、数は少ないが、少し悪質なものも発生していることである。どの事案

についても、学校で、担任あるいは生徒指導担当を中心に指導を繰り返し、その都度

見過ごさずに注意・指導をしている状況である。子どもたちにとっては、それほど重

大に考えずについつい悪ふざけをしてしまった、度が過ぎたということになるかもし

れないが、やってしまってから反省するという失敗経験が多いのではないかと思う。

　中学生の発生件数についても、小学生と同じように、少しでこぼこはあるが横ばい

状態で推移している。今年度については、８月までの数だが、昨年までよりも若干

減っているのではないか。解消については、小学校と同じように、ほぼ解消されてい

る状況にある。学年別については小学生とは違い、顕著な傾向は１、２年生に多いと

いうことである。やはり、３年生になってくると、そういうのが陰を潜めてくる。そ

れが、高校に行くといじめが減ってくる一つの要因であるかもしれない。そういう意

味では、やはり子どもたちが成長過程の中で、失敗を重ねながら少しずつ友達との距

離感が分かるようになってくるという部分が出てきているのではないかと感じている。

いじめの態様については、やはり小学生と同じように、冷やかし、悪口、軽くたたか

れる等が多い状況である。

　今、いじめについては全国的な問題ということで、国も県も市もかなり手厚く取り

組んでいる状況である。同時に、単に注意・指導だけではなく、いじめの発見だけで

はなく、子どもたちの良好な人間関係を築くためのさまざまな取組というのが増えて

いる。皆さんの中にもご覧になった方があるかもしれないが、ＮＨＫで「いじめを

ノックアウト」という番組を３年ぐらい前から、毎週ではないがやっている。ＡＫＢ

48の高橋みなみという子が司会をやりながら、番組を進めるというものである。そこ

に盛り込まれているのもやはり、友達のことをよく知ろう、知ることによって人間関

係をもっと良くしていこうということである。そういうことを中心にした取組をして

いる。



　いじめの定義については、２年前に制定されたいじめ防止対策推進法の中に、「児

童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関

係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦

痛を感じているもの」というような言い方になっている。以前は、「弱い者に対して

一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているも

の」をいじめと定義している。被害者と思われる子が「私は被害を受けた」、「苦痛

を感じた」ということで、それをいじめと言うという状況になっている。

　次に、不登校の状況である。まず、不登校の定義を説明する。不登校は、実際には

「長期欠席児童生徒」のことである。「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社

会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年

間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」が、不登

校の定義になる。したがって、30日以上欠席した者がカウントされる。そのため、４

月当初はずっと休んでも30日に達しないので、４月は基本的に不登校ゼロという状況

である。ただし、ずっと欠席している子はいる。いるけれどもカウントに入らない。

それが月を追うごとに、どんどん増えていくという状況である。

　理由については、明確な理由がないものが多い。また、理由が複合しており、不登

校の解消に向けての取組がなかなか難しい状況である。

　小学生については、23年度から５年間、若干増えてきていると感じる。特に、５年

生、６年生辺りで長期欠席の子どもが出てくる傾向がある。その理由として挙げられ

ているものは、無気力、情緒的混乱等である。いじめによる不登校というのは、今ま

では市内の場合はない。中学生の方は、ほぼ横ばいだが、減る気配がない状況である。

不登校理由については、小学生と同じように、無気力、情緒的混乱というのが顕著で、

いじめによる不登校はない。

　今、こういう不登校の子たちの対策として、学校の先生方が定期的に家庭訪問をし

たり、電話で連絡を取り合ったりして、登校を促したり、不登校の原因となっている

ものを取り除こうとしたりと頑張っているが、なかなか即効性がない。また、学校に

は行けないけれども他の場所ならばということで、チャレンジ教室――不登校児童生

徒適応教室を開いている。ここへも数人の子どもたちが来て、学習をしたり、集団生

活をしたりして、外に出るということに慣れるということをしている状態であるが、

その数は、不登校と言われる子どもたちのうちの５分の１にも満たない。ほとんどの

子は家庭にいるという状況である。

　子どもたちは、高校の通信制や定時制、あるいは単位制、それから今たくさんでき

ている通信の学習センター等への進学をかなりしてきている。一度休んでしまうと、

今まで自分がいたところに戻るということはなかなか難しい。新たな場所へ行って、

もう一度やり直すという形であれば、子どもたちも踏ん切りが付けやすい部分がある

のかもしれないと感じている。実際に６年ぐらい不登校で定時制の高校に入学してき

た子が、ずっと皆勤で４年間過ごし、大学に行くという事例もあった。やはり、そう

いうきっかけ、本人がもう一度社会に出たい、学校へ行きたいという気持ちとそうい

う時期が合っていかないと、なかなかこの不登校から抜け出せないという状況にある

のではないかと思う。昔であれば、手を引っ張ってでも学校に連れていくということ

があったが、逆に今それが、心を閉ざして、家庭内暴力に発展するということもある

ので、今は家庭でも腫れ物に触るような状況である。そういう状況が、こういう数字

を作り出している部分もあるのではないかと思う。

　最後は、問題行動である。問題行動の形態については、県、文部科学省への報告の



分類である。「暴力」という言葉を使っているが、衝動的に腹を立ててついたたいて

しまうようなものも含まれている。傾向としては、衝動的な部分、ついかっとなって

手を出してしまうというような部分があるようだ。また、特別支援を必要とする児童

生徒の問題行動や、家庭状況に起因する問題行動が、若干目に付くようになってきて

いる。

　学校でも、学校にいる間だけではなく、休みの日や夜の連絡等、間に入ったり、実

際に現場に行ったりということを先生方がしてくださっている。また、保護者の相談

にものり、問題行動の解消につなげているのだが、親の言うことも聞かない、学校の

言うことも聞かないという子どもがいないわけではない。その子たちについては、不

登校の方にもカウントされるようなこともある。

　この数字が多いか少ないかという判断はなかなか難しいところで、少ないからあっ

てもいいかという話になってしまうので、できればできるだけゼロに近づけたいと取

り組んでいるが、一般社会と同じで、集団で生活していく以上、どうしてもなくなら

ない部分がある。ただ、そうした中で、先ほど申し上げたように、子どもたちが失敗

を繰り返しながら、成長をしていってもらわなければいけない。そういう指導や手立

てというものを学校、あるいは家庭と連携しながら作らなければいけないと思ってお

り、また、継続的にやっていきたいと思っている。

　学校教育課長から補足をお願いする。

(学校教育課長)　今の教育長の話でほぼいいかと思うが、平成23年度と平成24年度と

の間で、いじめの数字が急に伸びていることについて説明する。これは、定義の違い

であり、平成24年度からは、自分がいじめられたと言えば全てカウントをしている。

遊んでいるときに「バカ」と言われた、あだ名で呼ばれた、それが嫌だったとなると

それがいじめになるということで、急激なこの伸びになっている。このように出され

たものに対しては、それぞれ学校で個別に話をしており、保護者とも話をしてほぼ解

決方向に向かっていると思う。ただ、ここに表れていないものがあると分からない。

いじめの把握については、子どもからもアンケートをとり、保護者からも学期ごとの

アンケートや教育相談、中学校では日記指導の中で、小学校では連絡帳等を通してで

きるだけ隅々まで見ていこうと学校では取り組んでいる。

　不登校については、顕著な形として、反抗期と呼ばれる時代に多くなってきている

のではないかと感じている。よく自我が出てくる頃である。小学校中学年ぐらいで、

「自分が」ということを思いだしたときに、保護者の言うことを聞かなくなってしま

う。中学生になると、ちょっと格好を付けたくなってしまう。そういういろいろな事

柄が絡んできているのではないかと思う。

　問題行動については、すごく困ったということ、重大なことはないという感覚を

持っている。ただ、特別支援を必要とする生徒については、見境がなくなってしまう

という子が中にはいる。修学旅行へ行っても、誰か全然知らない人に向かっていって

しまい、それを止めると暴れてしまうなど、そういう子たちもこの中に含まれている。

昔で言うワルが、誰かをどこかへ連れ込んでというようなことはないと思っている。

(山下教育長)　ちなみに、いじめ、不登校、問題行動等については、毎月各学校でカ

ウントをし、状況報告を市教委へ上げてくれている。私も担当から、それを見てこの

学校でこういう問題行動があったという話や、いじめのこと、不登校のことについて

は報告を受け、チェックをしている。

　それから、いじめについては、本当は年に１回、保護者、児童生徒からアンケート

調査を行うことが国の指示なのだが、湖西市の場合は、学期ごとに……。

(学校教育課長)　あるいは、子どもについては教育相談ごと、また学期中途にもアン



ケートをとっている。

(山下教育長)　保護者の方からも、「こういうのを見た」、「こういう話があった」

というアンケートの話があれば、それについて学校で確認をしながら調査をするとい

う形をとっている。

　以上、委員の皆さんの意見を伺う。

(河合委員)　湖西中学校だけが２小学校から上がってくる中学校だと思うが、その部

分でいじめ、問題行動等で何か特色のようなものがあるか。

(学校教育課長)　かつて、３校からであったものが２校になった。やはり、入ったば

かりというのはお互いがけん制し合うというところがある。湖西中学校では、そうい

うことを少しでもなくそうということで、実は小学校の宿泊訓練を同じ学年、同じ場

所で、同日に同じことをやっている。少しでもそれを緩和するために、中学校になっ

たときと同じような形で行っている。また、小・中の先生方が全部一堂に、湖西中学

校に集まり、それぞれに意見交換をしている。中学校へ入ったらこうなるということ

を小学校の先生も知り、各学校で指導するということで、少しでもハードルを下げる

取組をしている。

(河合委員)　先日、学校訪問をしたときに、１年生、２年生の廊下のところに、「い

じめをなくそうスローガン」が全員分貼ってあった。３年生のところに行ったら１枚

もなかったので、どうなっているのかと思いながら、今回数字を見たら、３年生には

いじめがないという状況であったので、それならそれでいいのかなと思った。

(山下教育長)　今、正直に言って、分母に対してどれくらい発生するかということに

なると、やはり大きいところの方がいろいろな問題が発生する率は高くなる。市内の

場合は、残念ながら鷲津小・中学校、岡崎小・中学校というようなところがどうして

も多く、そういう意味では湖西中あるいは白須賀の校区では、発生する数としてはま

だ低いのではないかと思う。

(佐原委員)　この不登校の数は30日以上欠席した場合の数ということだが、この間殺

されてしまった子は30日に満たない状態だったと聞いている。不登校というのは30日

以上というくくりがあるのでその子たちはこうして数字で見えているが、それ以外の

30日に満たない子たちに対しては、どのようにしているのか。

(山下教育長)　基本的には、不登校としてカウントされる、されないという問題では

なく、こういう形で不登校は30日以上であると書いてあるから、報告としては当然上

がってくるのだが、実際には毎日学級担任がチェックをし、指導をしている状況であ

る。保健室登校でもそうだが、毎日のように担任や養護教諭あるいは他の先生方が指

導している状況で、それは29日以下でも、30日以上であっても何も変わらない状況で

ある。

(佐原委員)　そういう子たちがかなりの数いるのか。

(山下教育長)　かなりというほどではない。

(佐原委員)　保健室が一杯な学校があると聞いた。不登校の結果としてこういう数字

が出て、こんなものかというふうになってしまうと、実態としては学校へ行けないと

苦しんでいる親子がもっといるというのが数字に全然出てこない。保健室が今どうい

う状態なのか、どれぐらいの子がチャレンジ教室に行っているのか、またチャレンジ

教室にも行かずにいるのかということも、知りたいと思う。

(山下教育長)　実際には、保健室登校であるとか、病欠であるとか、いろいろな部分

は報告として上がってきてはいる。実際に、学校訪問に行って保健室で１日生活をす

る子たちの様子も見ている。数字に上がる、上がらないというのは別として、実際に

はそういう子たちがいるということは知っている。正直に言って、ここで30日以上欠



席で上がってきた子たちは、ずっと継続的に上がってくる子である。４月の時点では

上がってこないが、５月以降はずっと確実に上がってくる。だから、この数字以外に、

29日以下の子がどのくらいいるのかという把握はしていないが、基本的にそういう傾

向で登校できない子、登校を渋りがちな子というのは、確実にここでは年間を通せば

カウントされてきている。ただ、カウントされる前の部分についても、学校では指導

を継続しているので、これ以外にたくさんの数字がこの裏に入っているということで

はないと思う。今一番保健室登校が多いのは、岡崎中学校か。

(学校教育課長)　そのとおりである。

(佐原委員)　何人ぐらいか。

(山下教育長)　７人ぐらいである。

(学校教育課長)　常に７人いるわけではなく、授業によって出られない授業のときに

は保健室に来るというのもある。

　逆に、不登校の子というのは、夏休み以降急に気持ちが切り替わって出てきても、

ここにカウントされてしまう。逆のパターンもある。そういう子も若干はいる、将来

を見据えて。一応、30日以上という決まりがあって、その人を全部報告しろというこ

とになっている。一度30日以上で上がってしまうと、学校に登校するようになっても

全部ずっと載っていってしまう。

(佐原委員)　スクールカウンセラーは、どのような形で今、配属されているのか。

(学校教育課長)　これは、市ではなく、県の方から小学校、中学校に何時間という割

当てがあり、そのカウンセラーの時間に合わせて週１日ないし２日、この日はいると

いう形で割り振られている。

(佐原委員)　市ではないのか。

(学校教育課長)　市ではない。県の方である。お金は全部、県から出るということで

ある。

(山下教育長)　保護者、先生方、学校側から、あるいは生徒自身が相談をしたいとい

うときについては、予約を入れ、相談をできる時間を設定していく。緊急の場合はす

ぐに対応する。

(学校教育課長)　もし緊急の場合があれば、そのカウンセラーがいいと言えば、たと

えば白須賀中学校に勤めている方が岡崎小学校にいるという場合には、岡崎小学校に

予約を入れて空いていればやっていただけるという形になる。

(佐原委員)　なかなかその予約が入れられないという話をよく聞く。子どもが不登校

になった。スクールカウンセラーがいる。予約は２週間後。２週間後にカウンセリン

グを受けた。こういう病院でみてもらってはどうかというアドバイスをもらった。実

際その病院に電話した。予約が今度は２か月後にしか入らない。その間子どもはずっ

と不登校なわけである。お母さんはこの子に対してどうしていいかわからないという

状況があるのだが、聞きたいときに聞けないということをすごくよく聞くので、何か

しらの対策というか、その辺が何とかうまくならないのかというのをすごく思う。

(学校教育課長)　そういう状況も分かっているので、県の方に時間の配分を多くして

ほしいという要望は、毎年出している。最終的には県からこれだけと割り当てられる。

(佐原委員)　県に頼らないとだめなのか。

(山下教育長)　財源を整えてスクールカウンセラーを増やすことは可能である。ただ、

スクールカウンセラーをやってくださる方が、現実問題としてそんなにたくさんいな

いという状況にある。スクールカウンセラーを増やしたいが、なかなか増やせない。

介護やいろいろな部分もそうだろうが、そういう資格を備え、またはそういうことを

専門にやられる方がいろいろなところで必要とされていて、なかなか来ていただけな



い、手を挙げていただけないという状況にあるということは聞いた。

(佐原委員)　以前ちらっとお伺いしたのだが、スクールソーシャルワーカーについて

も、県に要請しないと来ないということであった。本当にあれこそ各学校に必要なの

ではないか。たとえば保健室登校者が７人おり、それぞれ担任がいるのだろうが、担

任は部活を持っている等の場合には本当に忙しい。子どもたちにはいろいろな理由が

あり、それに一つずつ向かっていける先生ばかりではない。そういうときにスクール

ソーシャルワーカーの方が、たとえばそれぞれの家庭を訪問するというようなことを

担えるような、そういう新しいものを作っていくことはできないのか。具体的にやっ

ていかないと、これだからだめ、難しいというばかりでは、多分何も変わっていかな

い。いじめも変わっていかないし、不登校も増えていくばかりだと思う。では、市と

してこういう対策をしようというものを何かしていかないことには、と思った。それ

こそ、財源がないというのであればボランティア。では、ボランティアと言ったとき

にどういう人に頼むかという問題もまた出てくるかもしれないが、そこを何とか模索

をしないことには、お金がないから全部だめ、県にお願いしているが聞いてくれない

ということだと、結局そのまま何も変わらないのではないかと思う。

(山下教育長)　今、地域の方々がボランティア活動をということで、放課後の子ども

の居場所作りとかいろいろなことに手を着けてくれ始めてはいるのだが、密接に子ど

もたちに関わるとすると、やはりそれなりの専門的な知識が必要になってくるのでは

ないか。ボランティアというのはなかなか難しい状況ではないかと思う。

(佐原委員)　先生をやっていた方がいいのではないか。そういう財源を、市で頑張っ

て付けて。何か動かないと変わらないのではないか。

(山下教育長)　保護者、家庭へのアプローチができないかということはある。子ども

がどんな状況であるのか、話は家庭から当然、担任が逐一聞くが、やはり……。

(佐原委員)　そのために、スクールソーシャルワーカーを置くことを国が言っている。

そうしないと問題に関われないのではないかと、私は思った。不登校の子があり、お

母さんがお一人で育てているようなときに、担任の先生が連絡を取ろうとしても、担

任の先生の就業時間内ではなかなかお母さんの話が聞けない。そういうときに、では

夜であればいる、朝早い時間ならいるという場合に、その辺に関わってくれるのがス

クールソーシャルワーカーだと思う。たとえば、民生委員みたいな方、また福祉の関

係で詳しい方がそういうことをやっていらして、お子さんがそういう状態であること

を分かっているが、今全然話ができないというお母さんに、お子さんとの時間ができ

るような職業に替わらないかといった話に入っていくようなことをするのがスクール

ソーシャルワーカーだと聞いた。そういう方々にどんどん入ってもらって、解決をし

ていくような何かを実際にやっていく。問題が起こったらお願いして来てもらって、

解決してもらうというものではなく、常に各学校にどういう状況の子がいるのかとい

うのを見ていてもらい、問題が起こる前にフォローしたり、ケアしたり、サポートし

たりというものを、湖西市内に置いてもらう方が、私はいいのではないかと思う。欲

を言えば、それこそ各校に１人ずつとか、各校区に１人ずつとか確保できるのが一番、

先生が助かるのではないかと思う。

(山下教育長)　今、スクールソーシャルワーカーについて、県から何か話があるか。

(学校教育課長)　湖西市でスクールソーシャルワーカーを設置するか、という話はあ

る。今、人がいるかどうか。人がいなければ、申し込んでも仕方がない。やってくれ

る方、そういう方を福祉の方等に聞きにいこうと思っている。誰かいらっしゃれば、

紹介していただきたい。

(佐原委員)　そういうレベルなのか。



(学校教育課長)　周りにいるかどうかというところである。

(飯田委員)　いれば、雇うためのお金を県が出してくれるのか。

(学校教育課長)　ただ、時間がどれだけになるかは分からない。毎日毎日という普通

の仕事のような形になるかどうかは分からない。たとえば、非常勤講師という形で週

に幾日と言われるかもしれない。

(山下教育長)　今、佐原委員が言われたような、理想的な仲介役、その子どもあるい

は親に寄り添うようなスクールソーシャルワーカーというような話にはならない。や

はり、時間が決まっていて、いろいろな話、相談にのって、いろいろな手立てを講じ

てくれる可能性があるけれども、全ての子どもたちに対してそういうような状況で接

するというところまではいかないかもしれない。今、そういうことを、実際には学校

の養護教諭、それから学級担任、あるいは生徒指導担当、いろいろな先生方がそれぞ

れ分担しながら担っている。

(佐原委員)　白須賀のように少ないところならば、本当にそれができるのだが。岡崎

中学校のように人数がいると、先生もなかなか手が回らないということも聞く。せめ

て大きいところだけでも、そういう人が付けばいい。

(山下教育長)　学級担任は、小さくても大きくても同じなので、一番大変なのは、養

護の先生だと思う。小さいところであれば、全ての子どもたちの顔も分かっているし、

状況も分かっている。大きくなると、なかなかそれもうまくいかないというところが

ある。ボランティア等も含めて、少しそういう形で協力をしてくれる人たちが１人で

も、２人でも増えれば、今、佐原委員が言われたようにできる部分もあるのではない

かと思う。また、働きかけていきたい。これについては、今回だけという話ではない

ので、いつでも意見をいただければと思う。

　本日の案件については、これをもってすべて終了した。

　これにて、平成27年11月湖西市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後４時18分終了


